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 支笏湖周辺に位置する国道276号や国道453号では、四季を通じて豪雨や暴風、豪雪に起因する災害が発

生している。本稿は、支笏湖周辺の気象特性と災害事象との関連性を分析し、異常気象時における道路管

理の初動体制について考察するものである。 
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1.  はじめに 

 
 支笏湖周辺は、北海道内でも最も降雨量が多いオロフ

レ山系に隣接する地域である。支笏湖畔アメダス1)の年

間降水量の直近５カ年平年値は1,872.3mm（図-1）であ

り、札幌アメダスの1,297.1mm に比べて575mm 多く、大

滝アメダスも近隣の地区より年間降水量がやはり多く

1,668.2mmとなっている。太平洋からの南寄りの湿った

空気が山にぶつかると、山岳地形の影響を受けて上昇気

流が発生し、降水量が多くなる傾向がある2)。 

支笏湖周辺に位置する国道276号や国道453号では、斜

面が大雨による影響を受けやすく、過去から暴風、豪雪

に起因した様々な災害事象が発生している。大きな災害

事象として記憶に新しいところでは、平成26年9月11日
支笏豪雨災害による土石流災害があるが、日常の路面管

理を行う上でも、異常気象時には土砂崩壊や倒木、雪崩

等の事象について、常に細心の注意を払わなければなら

ない。本稿では、支笏湖周辺の気象特性と密接な関係に

ある災害事象について分析し、今後の道路管理において

必要な初動体制を考察した。 

 
図-1 支笏湖近郊の平均年間降水量 

 

2.  支笏湖周辺の斜面災害の履歴 

 
(1)   斜面災害の増加の背景 
 支笏湖畔沿いに位置する国道453号では、斜面からの

落石対策として落石防護柵を整備している（写真-1）。

これらが必要となった背景には、平成16年度に発生した

台風18号にある。台風18号は札幌を含む石狩中・南部に

強風をもたらし、多数の強風被害を発生させたが、支笏

湖畔の斜面でもこの時発生した暴風により倒木が多数発

生した（写真-2）。この影響で斜面の状況が激的に変化

し、平成16年以前には記録されていなかった落石や表層

土砂崩壊による斜面災害が急激に増加した。 

 
写真-1 国道453号落石防護柵整備状況 

 

写真-2 平成16年台風18号時の国道453号 
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(2)   支笏湖畔の災害種 
a) 落石 

 国道453号支笏湖畔の斜面の表層土砂には多数の転石

が混在している。平成16年の台風18号の影響により多数

の「根返り型」の倒木が発生したが、この根返り箇所で

新たな転石が露出し、それらが国道本線に落石するケー

スが顕在化した（写真-3.4）。これをきっかけに、支笏

湖畔沿いに落石防護柵を早急に整備する方針とした。 

 

写真-3 平成19年5月支笏湖畔KP=46.3落石の発生源 

 

写真-4 平成19年5月支笏湖畔KP46.3落石 

（直径1.2m程度の落石） 

b) 表層土砂崩壊 

 国道453号支笏湖畔の斜面では、落石と同様に平成17

年以降、厚さ数十cm～1m程度の表層土砂崩壊も顕在化し

た（表-1）。当該箇所は国道本線と斜面法尻のクリアラ

ンスが狭く、土砂崩壊が生じた場合は、現道へ到達しや

すい。これらの表層崩壊は豪雨（連続雨量137mm以上）

で発生しており、平成16年以前には同程度の雨でも崩壊

しなかった箇所でも発生している。 

 写真-5，6は、平成18年5月に国道453号KP=46.2で発生

した表層土砂崩壊である。崩壊土砂の量は約200m3であ

る。崩壊当時の累積雨量は支笏湖畔のテレメータ値で

186mmであった。これらの経験を元に、国道453号支笏湖

畔では気象状況により豪雨になると予想された場合は通

行止めを行う方針としている。 

表-1 近年の表層土砂崩壊と連続雨量（支笏湖畔アメダス） 

日付 崩壊時の連続

雨量［mm］ 場所 崩壊土量 

H17.9.7 200 KP=45.5 約5m3 
H17.9.7 200 KP=45.9 約50m3 
H17.9.8 242 KP=46.1 約1,100m3 
H18.5.28 186* KP=46.2 約200m3 
H18.6.9 137* KP=45.6 約5m3 
*はテレメーター「支笏湖畔」の値 

 
写真-5 平成18年5月支笏湖畔KP=46.2表層土砂崩壊 

  

写真-6 平成18年5月支笏湖畔KP=46.2表層土砂崩壊 

c) 倒木 

 落石や表層土砂崩壊と同様に、近年増加している事象

が倒木である。一般的に枯れ木が倒木に至るが、突風や

暴風により倒木に至るケースもある。 

 写真-7は、平成27年10月に発生した台風23号に関連し

た暴風による倒木である。この時、支笏湖畔のアメダス

データでは観測史上最大の風速22.1m/s（西向き）を記

録した。風については地形の影響を受けやすく、場所毎

や時間毎に風速や風向きが変化するため、倒木箇所にお

ける気象データの取得が容易ではないという特徴がある。

根返りした倒木 

転石 
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また、降雨であれば雨雲レーダーにより雨が今後どのよ

うに降るかある程度の予測が可能だが、暴風については

事前予測も困難であり、通行止めの基準値を設けるには

至っていない。 

写真-8は、台風23号発生時に国道276号KP=101付近の

倒木を斜め横から見た写真である。この木も根返りして

おり、根は浅い位置にあり、水平方向に根が成長してい

た。根元の地盤状況は硬く、根が垂直方向に生育出来な

い状況にあった。これは周辺の樽前山を起源とした、よ

く締まった火山灰にも要因があると考えられる。本台風

では国道276号と国道453号にて計100本程度の倒木があ

り、根返りを生じた倒木が多数を占めていた。このよう

に支笏湖周辺に自生している自然木は根が浅い状態で成

長しているものも多い。また、国道453号支笏湖畔では

新第三系の頁岩、安山岩からなる斜面地盤の影響により、

根返りが生じやすくなっているものと考えられる。 

 

写真-7 平成27年10月台風23号発生時の国道276号 

 

写真-8 根返りした国道276号KP=101付近の倒木 
 

3.  気象特性と災害事象との関連性 

 
(1)  「落石及び土砂崩壊」と「降雨」の関連性 

 支笏湖畔における災害事例を整理すると、「崩壊」は

表-1に示すように最低でも連続雨量137mm以上の豪雨時

に発生している。 

一方、「落石」についても、平成17年頃から斜面上に

落石が懸念される転石の増加が認められている。支笏湖

畔ではコンサルによる詳細なパトロールとその記録が継

続されており、それによると、道路およびその近傍に達

した事例は9件存在している(表-2)。そのうち5件は降雨

時以外に突発的に発生したものとされている。さらに、

降雨時に発生した4件のうち2件も連続雨量が7.5mmおよ

び41mmと少ない雨量で発生している点が着目される。 

表-2 道路およびその近傍に到達した落石 

日付 場所 
想定される 

誘因 

発生時の 

連続雨量 

H19.5.2 KP=44.0 降雨 41mm 

H21.3.19 KP=45.8 大型動物 - 

H21.6.2 KP=45.9 大型動物 - 

H22.4..28 KP=45.9 不明 - 

H22.9.29 KP=46.0 降雨 134.5mm 

H23.2.25 KP=44.2 凍結融解 - 

H23.7.6 KP=48.6 降雨 103mm 

H23.7.15 KP=45.6 経年変化 - 

H25.4.14 KP=46.2 降雨 7.5mm 

 

図-2は、北海道内の道路を対象とした2015年に公表さ

れた研究成果で、降雨を誘因として発生した「落石」や

「崩壊」についてその発生時の連続雨量値をまとめたも

のである。「崩壊」はその多くが連続雨量100mm以上な

どの豪雨時に発生しているのに対し、「落石」について

は、連続雨量50mm未満で発生している事例が多くを占め

ており、支笏湖畔と同様の傾向が認められる3)。 

このことは、降雨量を指標とした通行規制によって、

落石による被害の防止は困難である可能性を示すデータ

として着目される。一方、「崩壊」については通行規制、

「落石」についてはハード対策を優先した当該区間の整

備方針の妥当性も裏付けていると見ることができる。 
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図-2 降雨を誘因とした「落石」や「崩壊」についてそれらが

発生した際の連続雨量（寒地土木研究所の予察的な検討

成果：北海道内における事例分析より） 
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(2)  「倒木」と「暴風」の関連性 

 暴風時に倒木が多く発生していることは経験的にわか

っているが、どの程度の風速で倒木が発生しているかは

判明していない。気象観測装置の場所と倒木箇所の場所

が必ずしも一致せず、倒木が発生した場所の風速や風向

のデータの取得が容易ではないことに起因する。そのた

め、既存の気象観測装置のデータと倒木事例を元に、検

証を行うこととした。検証方法は、倒木を発見した時間

（この場合の倒木には路外において傾き始めている、傾

倒木を含む）、支笏湖畔アメダスデータによる最大瞬間

風速と時間平均風速、支笏湖畔道路テレメータの時間平

均風速を重ね、その傾向を探る。 

a) 事例① 

平成27年10月8日に発生した台風23号で検証したのが

図-3である。枝が飛び散るなどの現象は最大瞬間風速10

～15m/sが観測された後に確認された。また、最大瞬間

風速22.1m/sを記録した時刻の前後においては倒木が多

発した。この時、倒木の恐れのため国道276号と国道453

号では通行止めを行っており、結果的に最大瞬間風速を

観測する前に通行止め措置はなされているが、その判断

（今後風が強まるか否か等）については困難であった。 

b) 事例②  

 平成26年7月27日に発生した倒木事象で検証したのが

図-4である。この時、暴風警報は発令されていない。事

例①と同様に、倒木発見時刻は最大瞬間風速10～15m/s

が観測された後となっている。また、発見時刻の傾向と

して、最大瞬間風速の谷間（ピークを過ぎた後）にて発

生している傾向があり、これは事例①も谷間の差は小さ

いが同様に表れていた。本論文では2事例を元に検証し

たが、暴風に関する倒木の事例がまだ少ないのが現状で

あり、今後もこうした事例を記録・検証していく必要が

ある。 

 
 

4.  支笏湖畔の斜面対策（現状） 

 

 支笏湖畔の防災対策は、平成16年台風18号を契機に大

幅に見直されることとなった。平成18年度防災点検では

支笏湖畔の斜面においてランクⅠ（災害に至る可能性の

ある要因が明らかに認められる箇所）と評価される箇所

が増加した。ランクⅠ箇所では災害要因の抜本的対策

（広域法面工、別線ルート案等のハード対策）が必要不

可欠となるが、対策完了に要する時間がどうしても長く

なる。そのためソフト対策を併用することで斜面災害に

よる被害を軽減している。 

 

 
図-3 平成27年10月8日に発生した台風23号 

 

 
図-4 平成26年7月27日に発生した倒木事象 
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落石は前述した通り降雨量によらず、平常時でも突発

的に生じる可能性がある。また、落石に至った転石の多

くがφ50cm未満であり、斜面対策としては比較的安価な 
落石防護柵で十分対応可能である。そのため、ランクⅠ

およびⅡと評価された箇所については、先行して落石防

護柵を整備し、平常時の安全性の確保に努めている。 

 一方、φ50cm以上の転石については、除去等の個別対

策を実施しているが、倒木等により新たな転石が生じる

ケースもあることから、定期的に点検を行っている。 

 表層土砂崩壊については、ハード対策として近年技術

開発された土砂防護柵（写真-9）の整備を行っていると

ころである。しかし、こちらは比較的高価であり、その

整備が完了するにはまだまだ時間を要するのが現状であ

る。これを補うソフト対策として豪雨時における通行止

め措置である。前述した通り、表層土砂崩壊と連続雨量

は密接な関連性が認められている。過去に発生した表層

土砂崩壊は、いずれも連続雨量137mm以上である一方、

前述の詳細パトロール結果のデータによると、連続雨量

70mm～100mmの豪雨時で計25回実施したうち、道路に到

達したのは小落石が確認された1件のみで、土砂崩壊に

関連する変状は0件とされている。 

国道は生活する方のライフラインや物流の要である。

前述のように過去の崩壊や変状履歴の有無を詳細に記

録・整理したデータに基づき、より適切な通行規制の基

準値を設定することは、今後一層望まれると考えられる。 

 近年増加傾向にある倒木については、落石や表層土砂

崩壊と対応は異なる。支笏湖畔の斜面に自生している木

のほとんどは国立公園内にあり、道路管理者の判断のみ

で切断等することは出来ない。例外的に森林管理者との

事前協議により枯損木と認められるものや、倒木に至っ

てしまったものについてのみ除去が可能とされている。

平常時に発生した倒木は、そのほとんどが枯損木が原因

である。そのため、道路管理者と森林管理者の双方で現

地確認を行い、一般通行の妨げにならないようそれらの

枯損木を許可を得た上で事前に切断している。 

一方、大型台風など暴風時の対応については、ＣＣＴ

Ｖによる監視や道路巡回での情報収集を行っているもの

の、これまでに暴風による倒木多発事例が少なく、通行

止めの判断をどの風速で行うか難しいのが現状である。

ＣＣＴＶは事務所にいながら現地状況についての情報収

集ができる有効なツールであるが、スポット的な情報し

か集められない。このため、結果的に現地にいる人から

の情報が頼りとなるが、同時多発的に倒木が発生した場

合、その啓開に時間を要する場合もあるため、面的な現

地状況の把握が困難な場合がある。また、気象観測所に

ついても固定された位置にしか無いため、倒木箇所の風

速と気象観測所の風速が一致しないことが多く、道路管

理事務所にいる職員と現場にいる巡回員とで、現場状況

の認識を共有しにくい特徴を持つ。この認識の差は通行

止め等の対応の遅れに繋がるため、情報共有を行う際は

詳細に現地状況を伝える必要があるが、併せて支笏湖周

辺特有の倒木について必要な知識の共有を図っておくこ

とも必要である。 

 
写真-9 支笏湖畔で整備中の土砂防護柵 

 

 

5.  初動体制の構築 

 

 前述した通り、支笏湖畔の災害種は気象条件と密接に

関わっていることが多い。そのため、維持担当者は日々

の気象予測情報を把握しなければならない。また、悪天

候が予測される場合は、一般通行者の安全確保のため、

事象発生前に通行止め措置等を行う必要がある。しかし、

通行止めを行う場合、通行止めを判断する者、現場で通

行止めを実施する者、通行止めの情報連絡する者など、

それらをオペレートする人間が必要となり、通行止め措

置を行う前から、それらの人員や資機材の配置をしてお

かなければならない。そのため、初動体制をどの時点で

構築するかが、事象発生後の対応を大きく左右する。 

 
(1)  降雨時の初動体制 

 千歳道路事務所管内の事前通行規制区間（連続雨量が

所定の値に達した場合に通行止めを行う区間）は、国道

453号札幌市南区滝野～恵庭市盤尻で指定されており、

連続雨量160mmに達した時点で通行止めを行っている。

この事前通行規制区間では、平成26年9月11日支笏豪雨

災害時に恵庭岳等を起源とした土石流が発生した際、事

前に通行規制を行っていたことで、人的被害は発生しな

かった。また、国道453号支笏湖畔（千歳市幌美内～支

笏湖温泉）は事前通行規制区間には指定されていないが、

過去の災害履歴を元に、豪雨（事前通行規制区間と同程

度の連続雨量）が予想される場合については、自主的に

通行止めを行う場合もある。 

 豪雨が予想される場合は、通行止めを想定し、連続雨

量70mmで初動体制（職員の登庁、維持業者と点検コンサ

ルによる異常時巡回を開始）としているが、最近の傾向

として50～60mm/h程度の高強度の雨が降る場合もあるた

め、気象観測データ（アメダス、テレメータ）を常に注
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視する必要がある。 

 

(2)  暴風時の初動体制 

暴風時については事前通行規制の明確な基準値が定め

られていないため、現段階では初動体制の基準について

も定めが無い。これまでの初動体制は暴風警報が出た時

点で維持業者に異常時巡回を指示し、倒木事象が確認さ

れた時点で職員でも路線点検を行ってきた。しかし今後

の課題として、3.(2)「倒木」と「暴風」による関連性

から、過去の事例を目安とした初動体制基準について、

見直す必要がある。また、倒木事象発生後に、今後も風

が強まる見込みがある場合についてのみ通行止め措置を

自主的に行っているが、判断が難しい気象予測と現地状

況の情報収集をどのように行うか課題がある。 
 
 

6.  まとめ 

 

防災体制を構築する上で災害履歴は有益な情報である。

特に支笏湖畔周辺のような降水量が多く斜面状況の変化

も顕著な地域では、落石や表層土砂崩壊発生時における

地象や気象状況についてデータの記録や分析成果を蓄積

することで、より効果的なソフト対策の方針を立案する

ための着眼点が得られる。一方で、暴風に起因する倒木

については、現状では課題が多く、 

・風速の情報収集方法 

・風速を基準値とした初動体制の構築手法 

・樹種、生育状況、倒木のメカニズム、気象状況 

など、これらの検証が必要となる。今後事象発生時はこ

れらの調査を積極的に行い、データに基づく道路管理体

制を構築することが必要である。併せて、通行止めは道

路管理する上で安全を保てない場合の最後の手段であり、

ハード対策についても継続して整備を進めることが必要

である。 

 

謝辞：本論文の作成にあたり、千歳道路事務所管内にお

ける災害発生時の気象特性について分析して頂いた株式

会社ドーコン防災保全部の川島由載氏、日頃より支笏湖

畔の異常気象時における現場対応を行って頂いている株

式会社茎津綜業の斎藤剛氏、北海道ロードメンテナンス

株式会社深尾徳司氏、関係者の皆さまに謝意を表します。 

 

参考文献 

1)  気象庁ホームページ 

2) 大越 健司、坂 憲浩、山田 朋人：一般国道453 号における

管理体制の構築について、第58回（平成26年度）北海道開

発技術研究発表会 

3) 日下部 祐基、倉橋 稔幸、山 真典、宮田 善郁：平成 26年

度 土質基礎に関する「維持・管理・点検」技術報告会 報

告書 

 


